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   このメールマガジンは、横浜市等が実施する難病講演会・交流会等の
最新情報をお知らせするため、毎月第２・４木曜に発行しています。
　今回は11月～12月に開催・配信を予定している催し等をご紹介します。
  お問合せ及び申し込みをされる際は電話番号、FAX番号等を間違え
ないよう、ご注意ください。
　※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、変更または中止となる
場合があります。詳細は各区へお問い合わせください。
  ※携帯電話等で受信している場合、リンクが切れ飛べない可能性があります。
その場合、URLをコピーし貼り付けて検索する等の御対応をお願いいたします。

・・・・・・・・・・・・・・・　もくじ　・・・・・・・・・・・・・・・

 □　横浜市難病講演会
　　　■【中・11/17】「成人スチル病」講演会
      ■【南・11/18】「多発性嚢胞腎」講演会
　　　■【西・11/28】「後縦靭帯骨化症」講演会
      ■【神奈川・12/2】「一次性ネフローゼ症候群」講演会
      ■【都筑・12/2】「特発性大腿骨頭壊死症」講演会
　　　■【磯子・12/5】「多発性硬化症」講演会
      ■【鶴見・12/6】「多系統萎縮症」講演会
      ■【戸塚・12/9】「全身性エリテマトーデス」講演会
      
 □  その他講演会・交流会情報
      ■【かながわ難病相談・支援センター・11/1～R5.4/30】「潰瘍性大腸炎・クロー
ン病」医療講演会
      ■【かながわ難病相談・支援センター・11/15～12/14】「慢性炎症性脱髄性多発神
経炎」医療講演会
　　　■【かながわ難病相談・支援センター・12/2】難病講演会

─────────────────────────────────
　□　横浜市難病講演会情報・・・お問合せは記載の問合せ先へ　□
─────────────────────────────────

■【中・11/17】「成人スチル病」講演会
[内容] 専門医から治療や療養生活のポイントなどのお話を伺います。
　　　あわせて、患者会の紹介と患者さん同士の交流会も行います。
[日時] 11月17日（木）14:30～16:30（14:00より受付開始) ※要事前予約
[講師] ①横浜市立大学医学部　血液・免疫・感染症内科学
　　　　講師・医局長　吉見　竜介 先生
　　　 ②膠原病友の会　神奈川支部
[定員] 先着20名 参加無料
[開催形式] 集合形式
[場所] 中区役所7階703・704会議室（中区日本大通35）
　     ※駐車場には限りがあります。公共交通機関でお越しくださるようお願いしま
す。
　     ・JR根岸線「関内」駅下車（南口）より徒歩7分



　     ・市営地下鉄ブルーライン「関内」駅下車（1番出口）より徒歩7分
　     ・みなとみらい線「日本大通り」駅（3番出口）より徒歩4分
[地図] https://www.city.yokohama.lg.jp/naka/annai/wardoffice.html
[受付期間] 10月20日（木）から受付
[申込方法] 参加される方全員の氏名、電話番号を下記申込先まで電話またはFAXでお申込
みください。
[申込締切] 定員に到達次第、締め切ります。 
[問合せ・申込先] 中福祉保健センター高齢・障害支援課 担当：難病担当保健師
                 TEL：045-224-8167  FAX：045-224-8159

■【南・11/18】「多発性嚢胞腎」講演会
[内容] 病気の理解と治療、日常生活について専門医による講話、患者会の紹介
[日時] 11月18日（金）10:00～12:00（9:30～受付開始) （※要事前予約、先着順）
[講師] 横浜市立大学医学部　循環器・腎臓・高血圧内科学　涌井　広道先生
　　　横浜市腎友会
[定員] 50名 参加無料
[開催形式] 集合形式
[場所] 南区役所7階　701・702会議室　（南区浦舟町2－33）
      (市営地下鉄「阪東橋」駅（1B出口）から徒歩約8分、または、京浜急行「黄金町」
駅から徒歩約14分)
[地図] https://www.city.yokohama.lg.jp/minami/annai/kuyakusyo-annai.html
[受付期間] 10月17日8時45分から受付
[申込方法] 氏名、電話番号、参加希望人数を、下記申込先まで電話またはFAXでお申込み
ください。
[申込締切] 11月11日（金）
[その他] 新型コロナウイルス感染防止のため、体調確認とマスク着用をお願いいたしま
す
[問合せ・申込先] 南福祉保健センター高齢・障害支援課 担当：難病担当保健師
　　　　　　　　 TEL：045-341-1140　 FAX：045-341-1144

■【西・11/28】「後縦靭帯骨化症」講演会
[内容] ①病気の理解と最新治療　②生活動作の工夫
[日時] 11月28日（月）14:00～16:00（13:30より受付開始）※要事前予約、先着順
[講師] （講演①）横浜市立大学附属市民総合医療センター 整形外科　助教　馬場　紀行
　先生
　　　 （講演②)　横浜市総合リハビリテーションセンター事業団　理学療法士　右田　
真里衣　氏
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 作業療法士　山﨑　
文子　　氏
[定員] 30名 参加無料
[開催形式] 集合形式
[場所] 西区役所（西区総合庁舎）3階 3AB会議室（西区中央1-5-10）
       京急線「戸部」駅下車　徒歩8分、相鉄線「平沼橋」駅下車　徒歩10分
[地図] https://www.city.yokohama.lg.jp/nishi/annai/annai.html
[受付期間] 10月31日（月）～ 11月18日（金）※定員になり次第受付終了
[申込方法] 氏名、お住いの区、電話番号を下記申込先まで電話またはFAXでお申込みくだ
さい。
           ※市内在住、患者様ご本人またはそのご家族を優先とします。
[その他] 体調不良時は参加をご遠慮ください。参加者はマスク着用、手洗い、手指消毒
にご協力をお願います。
　　　　 社会動向により、開催を延期・中止する場合がありますのでご了承ください。
[問合せ・申込先] 西福祉保健センター高齢・障害支援課 担当：難病担当保健師
　　　　　　　　 TEL：045-320-8417  FAX：045-290-3422 

■【神奈川・12/2】「一次性ネフローゼ症候群」講演会
[内容] 病気の基礎知識、最新の治療について。
[日時] 12月2日（金）14:00～16:00　(受付開始　13:30～) 　
※要事前予約、定員を超えた場合、神奈川区・横浜市在住の方を優先



[講師] 聖マリアンナ医科大学　腎臓・高血圧内科　准教授　市川大介　医師
[定員] 40名 参加無料
[開催形式] 集合形式
[場所] 神奈川区役所　本館５階　大会議室（神奈川区広台太田町3-8）
　　   東急東横線「反町」駅徒歩７分／JR京浜東北線・横浜線「東神奈川」駅徒歩７分
／京浜急行線「京急東神奈川」駅徒歩9分
[地図] https://www.city.yokohama.lg.jp/kanagawa/annai/access.html
[受付期間] 10月18日9時から受付
[申込方法] 氏名・お住まいの市町村名・電話番号・講師への質問（あれば）を、下記申
込先まで電話またはFAXもしくは電子申請でお申し込みください。
           ※定員を超えた場合、神奈川区・横浜市在住の方を優先します
[申込締切] 定員になり次第申し込み終了
[その他] 体調不良時は参加をご遠慮ください。また、マスクの着用、手洗い・手指消毒
等、感染症予防対策へのご協力をお願い致します。
         今後の社会動向により中止する可能性がございます。ご了承ください。
[問合せ・申込先]　神奈川福祉保健センター　高齢・障害支援課 担当：難病担当保健師
　　　　　　　　　TEL：045-411-7110  FAX：045-324-3702
[電子申請] 
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/5144
09d3-949a-44e7-9feb-e8938b56509c/start

■【都筑・12/2】「特発性大腿骨頭壊死症」講演会
[内容］病気の基礎知識、日常生活の留意点、最新医療等について
[日時］12月2日（金）14:00～15:30（開場：13:30）　※要事前申込、先着順
[講師］横浜市立大学附属病院　整形外科　教授　稲葉　裕　先生
[定員］先着20名程度（参加無料）
[開催形式］集合形式
[場所］都筑区役所　6階大会議室（都筑区茅ケ崎中央32-1　都筑区総合庁舎内）
　　　 横浜市営地下鉄「センター南」駅下車　徒歩約6分
[地図］https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/annai/1chyousya.html
[受付期間］令和4年10月24日（月）～11月11日（金）17時
[申込方法］横浜市電子申請システム
           
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/f7f3
d802-3ff3-4e9a-b441-71796eddb9d6/start
[その他］tz-syogai@city.yokohama.jp　からのメールを受信できるように設定してお申
込みください。
         ※社会動向により、開催を延期・中止する場合がありますのでご了承くださ
い。
[問合せ］都筑福祉保健センター 高齢・障害支援課　担当：難病担当保健師
         TEL：045-948-2306　FAX：045-948-2490

■【磯子・12/5】「多発性硬化症」講演会
[内容] 多発性硬化症～病気の理解と最新の治療について～
[日時] 12月5日（月）14:00～16:00（※要事前予約、先着順）
[講師] 横浜市立大学附属病院　脳神経内科・脳卒中科　高橋　慶太医師
[定員] 40名 参加無料
[開催形式] 集合形式
[場所] 磯子区役所７階　701・702会議室（磯子区磯子3-5-1）
       (京浜東北線・根岸線「磯子」駅下車（出口 西口）徒歩5分)
[地図] 
https://www.city.yokohama.lg.jp/isogo/madoguchi-shisetsu/kuyakusho/tyousya.html
[受付期間] 11月7日（月）8時45分から受付
[申込方法] 参加者氏名、年齢、住所、電話番号、患者様とのご関係を下記申込先まで電
話またはFAXでお申込みください。
          （新型コロナ感染症の状況により、中止となる場合があります）
           ※市内・区内在住者を優先
[申込締切] 定員になり次第



[問合せ・申込先] 磯子福祉保健センター高齢・障害支援課 担当：難病担当保健師
                 TEL：045-750-2418   FAX：045-750-2540

■【鶴見・12/6】「多系統萎縮症」講演会
[内容] 病気の基礎知識や日常生活の過ごし方
[日時] 12月6日（火）14:00～16:00（受付開始時間13:30）
[講師] 横浜市立みなと赤十字病院　神経内科　金澤俊郎先生
[定員] 25名 参加無料（※要事前予約、市内の方優先）
[開催形式] 集合形式
[場所] 鶴見区役所6階　8号会議室（鶴見区鶴見中央3-20-1）
       JR「鶴見」駅より徒歩9分、「京急鶴見」駅より徒歩7分
[地図] https://www.city.yokohama.lg.jp/tsurumi/annai/address.html
[受付期間] 11月7日（月）午前9時から受付開始
[申込方法] 氏名、住所、電話番号を、下記申込先まで電話またはFAXでお申込みくださ
い。
           FAXでお申込みの方には、区役所より折り返しご連絡いたします。
[申込締切] 定員になり次第申し込み終了
[問合せ・申込先] 鶴見福祉保健センター高齢・障害支援課 担当：難病担当保健師
                 TEL：045-510-1777　 FAX：045-510-1897

■【戸塚・12/9】「全身性エリテマトーデス」講演会
[内容] 専門医が病気の基礎知識と治療について、かながわ難病相談センター相談員から
       仕事・家庭生活と療養についてお伝えします。
[日時] 12月9日(金)14:00～16:00（※要事前予約制、先着順）
[講師] 公立大学法人　横浜市立大学附属病院　血液・免疫・感染症内科学講師・医局長
　吉見　竜介　先生
　　　 かながわ難病相談・支援センター　相原　貴美子　相談員
[定員] 40名 参加無料
[開催方式] オンライン（Zoomウェビナーにて）
[受付期間] 11月4日(金)から11月25日(金)まで
[申込方法] 横浜市電子申請システムにて
           
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/bbe2
1419-40b3-4630-9267-2c657de5d3f2/start
[申込締切] 定員になり次第終了
[問合せ・申込先] 戸塚福祉保健センター高齢・障害支援課 担当：難病担当保健師
                 TEL:045-866-8439　FAX:045-881-1755

──────────────────────────
　□　その他・・・お問合せは記載の問合せ先へ　□
──────────────────────────

■【かながわ難病相談・支援センター・11/1～R5.4/30】「潰瘍性大腸炎・クローン病」
医療講演会
[内容] 潰瘍性大腸炎・クローン病の治療と就労
[日時] 11月1日（火）～令和5年4月30日（日）まで　
[講師] 大船中央病院消化器・ＩＢＤセンター　消化器・ＩＢＤセンター長　遠藤　豊氏
　　　 ハローワーク横浜　難病患者就職サポーター　鶴見　直子氏
　　　 かながわCD　会長　富松　雅彦氏
[定員] なし
[開催形式] オンライン講演会　YouTube配信
[受付期間] 受付中　申込期限　令和5年4月24日まで
[申込方法] ホームページまたはチラシQRコードから
[問合せ] かながわ難病相談・支援センター
         TEL：045-321-2711
[関連HP] https://www.kanagawa-nanbyo.com

■【かながわ難病相談・支援センター・11/15～12/14】「慢性炎症性脱髄性多発神経炎」



医療講演会
[内容] 慢性炎症性脱髄性多発神経炎について
[日時] 11月15日（火）～12月14日（水）まで
[講師] 国立病院機構箱根病院　神経筋・難病医療センター　神経内科医　津田　笑子先
生
[定員] なし
[開催形式] オンライン講演会　YouTube配信
[受付期間] 受付中　申込期限　11月7日まで
[申込方法] ホームページまたはチラシQRコードから
[問合せ] かながわ難病相談・支援センター
　　　　 TEL：045-321-2711
[関連HP] https://www.kanagawa-nanbyo.com

■【かながわ難病相談・支援センター・12/2】難病講演会
[内容]“難病” 日々の悩みや困りごと伝えてみましょう！
       一ともに考え・歩む、相談支援の現場から一
[日時] 令和4年12月2日（金）13時30分～14時30分
[講師] 群馬大学医学部附属病院　患者支援センター
　　　 難病相談支援センター　難病相談支援員　川尻洋美氏
[定員] 100名（定員になり次第締め切りとなります）
[開催形式] オンライン講演会Zoom開催
[申込期限] 令和4年11月14日（月）
[申込方法] ホームページ又はチラシQRコードから
[問合せ] かながわ難病相談・支援センター
         TEL：045-321-2711
[関連HP] https://www.kanagawa-nanbyo.com/

　○●○　次回は２０２２年１１月１０日（木）の発行を予定しています　○●○
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　　　　　　　　□□ 横浜市難病情報メールマガジン □□

　　　　　　　　　□　転送歓迎！　商用の転載不可　□
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